
求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格

観光案内・販売 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-3700

不問 6,200円～8,000円 従業員数 6人

42081- 533501 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

ＬＰガス事務員 59歳以下 月給
ＴＥＬ

定年を上限 139,000円～147,500円 従業員数 5人

42081- 528601 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員（レジ係） 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5560

キャリア形成 140,000円～150,000円 従業員数 50人

42081- 523801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

事務職 45歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5560

キャリア形成 140,000円～160,000円 従業員数 50人

42081- 524201 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員 64歳以下 月給 ２２７２番地２
ＴＥＬ 0920-48-4020

定年を上限 145,000円～190,000円 従業員数 62人

42081- 517501 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

アイスクリーム製造
（製品検査及び開発業務） 不問 月給

ＴＥＬ 0920-47-0239

不問 145,000円～160,000円 従業員数 9人

42081- 512101 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

店舗社員
(壱岐・対馬エリア) 59歳以下 月給
<<   急 募   >> ＴＥＬ 0120-985-922

定年を上限 145,000円～250,000円 従業員数 48人

41010- 8526801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

配達補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-2670

不問 850円～850円 従業員数 15人

42081- 491701 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触２４５

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

株式会社　昇運
※就業場所：郷ノ浦営業所

普通自動車免許一種

ダイレックス　株式会社
※就業場所：壱岐店・美津島
店・対馬店のいずれか

変形労働時間制(1ヶ月単位) 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分
又は7時00分～22時00分
の間の8時間程度

オランダフ－ズ　株式会社
※パート勤務希望の方、応相談

変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触１５５１

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～22時00分
(4)22時00分～翌8時00分

社会福祉法人　博愛会
特別養護老人ホーム
ハッピーヒルズ（幸せの丘）

変形労働時間制(1ヶ月単位)

介護福祉士

株式会社　ヤマグチ 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

(1) 7時30分～18時30分
の間の7時間程度

雇用期間の定めなし

株式会社　ヤマグチ 変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

(1) 8時30分～18時00分

雇用期間の定めなし

港・印通寺港の各観光案内所
※採用日：8/1～

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

川添石油　株式会社
※就業場所：カワゾエホーム
ガスセンター

変形労働時間制(1ヶ月単位)

所在地・就業場所就業時間

一般社団法人
壱岐市観光連盟
※就業場所：郷ノ浦港・芦辺

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６２０番地１

(1) 8時45分～17時30分
(2) 9時00分～17時45分

普通自動車免許ＡＴ

長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦５５

(1) 8時30分～17時30分

(郷ノ浦町東触1172-2)
※パート勤務希望の方、応相談

雇用期間の定めなし
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求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格 所在地・就業場所就業時間

ホテルスタッフ（正） 18歳以上 月給
ＴＥＬ 03-6709-9562

法令の規定により 210,000円～400,000円 従業員数 2人

年齢制限がある
42081- 497601 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

一般事務員 45歳以下 日給
ＴＥＬ 0920-47-2463

キャリア形成 7,000円～7,000円 従業員数 7人

42081- 459401 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職員（正） 不問 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

不問 152,100円～152,100円 従業員数 88人

42081- 471601 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

生活相談員（正） 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-43-0107

定年を上限 181,100円～181,100円 従業員数 88人

42081- 472901 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

ガラス・
金属屋根工事作業員 64歳以下 日給

ＴＥＬ 0920-45-0206

定年を上限 7,000円～10,000円 従業員数 4人

42081- 536601 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

准看護師 不問 月給
ＴＥＬ 0920-47-0023

不問 173,000円～313,000円 従業員数 140人

42081- 478501 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

介護職 不問 日給
ＴＥＬ 0920-47-5623

不問 6,000円～6,500円 従業員数 143人

42081- 481101 正社員以外 就業場所 長崎県壱岐市

介護支援相談員 59歳以下 月給
ＴＥＬ 0920-47-5623

定年を上限 158,000円～203,000円 従業員数 143人

42081- 484801 正社員 就業場所 長崎県壱岐市

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風 介護支援専門員

社会福祉士
介護福祉士
普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 8時20分～17時20分

雇用期間の定めなし

社会医療法人　玄州会
介護老人保健施設　光風

変形労働時間制(1年単位) 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１００６番地１

(1) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

変形労働時間制(1ヶ月単位)

准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 9時00分

※就業時間は応相談 雇用期間の定めなし

有限会社　赤木硝子店

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市芦辺町諸吉東触１９７番地

(1) 8時00分～17時30分

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

変形労働時間制(1ヶ月単位)

介護福祉士

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

(1) 7時45分～16時45分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市勝本町布気触９４８－１

社会福祉士
精神保健福祉士
介護福祉士
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし

(3)10時30分～19時30分
(4)16時45分～ 9時45分

社会福祉法人　壱心会
特別養護老人ホーム
壱岐のこころ

変形労働時間制(1ヶ月単位)

有限会社　藤尾

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６０２

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

海里合同会社　海里村上 変形労働時間制(1年単位)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

(1) 6時00分～15時00分
(2)12時00分～22時00分

雇用期間の定めなし (3)22時00分～ 7時00分
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求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格 所在地・就業場所就業時間

給食業務(パートタイム
会計年度任用職員） 不問 月給

ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 116,335円～160,232円 従業員数 250人

42081- 534001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護助手(パートタイム
会計年度任用職員） 不問 月給

ＴＥＬ 0920-47-1131

不問 118,323円～175,226円 従業員数 250人

42081- 535301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ファンシー文具・雑貨の
小売販売 不問 時給 ４F-Ｂ

プレッツェル壱岐店 ＴＥＬ 048-229-1868

不問 790円～790円 従業員数 4人

11010- 9615301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

店内販売員
（レジ係／パート） 59歳以下 時給

ＴＥＬ 0920-47-5560

定年を上限 790円～900円 従業員数 50人

42081- 525501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

フロント係 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0124

不問 800円～1,000円 従業員数 27人

42081- 526001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

洗い場 18歳以上 時給
ＴＥＬ 0920-43-0124

法令の規定により 800円～1,000円 従業員数 27人

年齢制限がある
42081- 527301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レストラン接客・調理補助 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-1883

不問 790円～800円 従業員数 15人

42081- 519301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ゴルフ場コ－ス管理員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-42-1028

不問 790円～890円 従業員数 8人

42081- 532201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

きてみ店
※就業場所：かもめの朝ごは
ん(郷ノ浦町郷ノ浦405-12)

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触５５２－１

(1) 5時00分～14時00分
(2) 5時00分～ 9時00分

※就業時間は選択可
※シニア応援求人

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市勝本町新城西触１６４５番地

(1) 7時00分～15時00分
(2) 7時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3) 8時00分～16時00分
(4) 8時00分～12時00分

(3) 9時00分～14時00分

株式会社
壱岐カントリー倶楽部

一般財団法人
壱岐市開発公社

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町立石西触１０１

(1) 6時30分～10時30分
(2)10時30分～14時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)18時30分～22時30分

一般財団法人
壱岐市開発公社

交替制(シフト制) 長崎県壱岐市勝本町立石西触１０１

(1) 7時30分～13時30分
(2)11時30分～17時30分

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

(3)15時30分～20時30分

長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触２６８番地

(1) 9時00分～15時00分
(2)11時00分～17時00分

雇用期間の定めなし (3)11時00分～16時00分

株式会社　ヤマグチ 交替制(シフト制)

株式会社　ミントイン
※就業場所：プレッツェル壱
岐店(イオン壱岐店2F)

埼玉県川口市幸町３－１０－２　東商ビル５

(1) 9時45分～20時15分
の間の7時間程度

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

(1) 8時30分～17時15分
の間の7時間

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

(1) 8時30分～17時15分
の間の7時間

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

又は5時00分～13時45分
の間の7時間

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)

長崎県壱岐病院 交替制(シフト制)
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求人者名 職種 年齢 賃金 必要な免許資格 所在地・就業場所就業時間

監視員・
安全衛生管理スタッフ 不問 時給

ＴＥＬ 096-237-7266

不問 850円～850円 従業員数 12人

43010- 20928601 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

レンタル業務 不問 時給
ＴＥＬ 0920-43-0253

不問 1,000円～2,000円 従業員数 8人

42081- 518001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

クリ－ニング作業員 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0478

不問 800円～800円 従業員数 10人

42081- 511901 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

サービス及び接客
（朝食係） 不問 時給

ＴＥＬ 0920-47-3737

不問 1,000円～1,000円 従業員数 54人

42081- 500001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

客室清掃 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-3737

不問 800円～800円 従業員数 54人

42081- 501301 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホールスタッフ 不問 時給
ＴＥＬ

不問 900円～900円 従業員数 7人

42081- 541501 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

ホテルスタッフ
（パート） 18歳以上 時給

ＴＥＬ 03-6709-9562

法令の規定により 900円～1,200円 従業員数 2人

年齢制限がある
42081- 493201 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

看護師・准看護師（パー 不問 時給
ＴＥＬ 0920-47-0023

不問 1,100円～1,300円 従業員数 140人

42081- 479001 パート労働者 就業場所 長崎県壱岐市

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

看護師
准看護師

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

(1) 8時30分～12時30分
(2)13時00分～17時00分

※就業時間は相談可 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

又は8時30分～17時00分
の間の2時間以上

海里合同会社　海里村上
※就業時間は相談可

交替制(シフト制)

普通自動車免許一種

長崎県壱岐市勝本町立石西触１１９－２

(1) 6時00分～15時00分
(2)12時00分～22時00分

雇用期間の定めなし (3)22時00分～ 7時00分

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触字中尾９９－１

(1)17時00分～23時00分

ついては18歳以上～) 雇用期間の定めなし

中華料理　福満楼
※就業時間は相談可(就業時
間が22時以降となる勤務に

株式会社　太安閣 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

(1) 6時00分～10時00分

雇用期間の定めなし

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

(1) 9時00分～13時00分

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６７９番地

(1)12時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

有限会社　古川クリーニング

有限会社　キョ－トク
※就業時間は相談可

交替制(シフト制)

普通自動車免許AT

長崎県壱岐市勝本町立石西触４８４

(1) 9時00分～17時00分
(2) 9時00分～12時00分

雇用期間の定めなし (3)13時00分～17時00分

株式会社
パブリックビジネスジャパン
※就業場所：

熊本県熊本市南区江越１丁目１４－１０－２Ｆ

(1) 8時30分～17時30分

壱岐市立一支国博物館(芦辺
町深江鶴亀触515番地1)

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）
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